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自 然 の 力 で、 人 は 輝 く。

Shine
Beautifully!

さぁ、
「私」を咲かせよう！

自然の力で、人は輝く。

雄大な山々に抱かれ、
自然のエネルギーと調和しながらすこやかな未来をつなぐアルソア。
人気小説家の川上未映子さんが、
その想いをやわらかな筆致で綴ります。
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「なりゆき」
文・川上未映子

概念に近いような︑そんな存在

非日常的で︑どちらかというと

の︑という認識がありました︒

の生活とはべつにある贅沢なも

ばないと体験できないもの︑人

遠くにあって︑わざわざ足を運

で︑幼い頃から︑自然はどこか

田舎に住む親戚もいなかったの

今までずっと都会暮らしです︒

育ち︑二十年前に上京してから

わたしは大阪の下町で生まれ

方にです︒

心身のどちらかにではなく︑両

く感じるようになったのです︒

ち満ちていることを︑本当に強

然の〝なりゆき〟が︑心身に満

が緑や穀物を育てるように︑自

が降りるように︑雨や太陽の熱

かもしれません︒寒くなれば霜

てきた︑という言い方もできる

りあって見分けがつかなくなっ

が︑いよいよそのふたつが混ざ

たりするものと感じていました

あるのだと思える︑そんな気が

ものではなく︑最初からここに

遠くに探しにいったり獲得する

も人生の意味も︑どこかべつの

その大きさを思えば︑しあわせ

場所に︑
起きているということ︒

分以外のすべての人に︑
時間に︑

一度きりの〝なりゆき〟が︑自

じみ思うのです︒そして︑その

いことだと最近のわたしはしみ

ができたなら︑本当に素晴らし

やるせなさも含めて味わうこと

じゅうぶんにままならないもの

自分というものは若い頃から

ことが大きいのだと思います︒

うになったのは︑年齢を重ねた

││理解ではなく腑に落ちるよ

おなじものでできているのだと

然と人間はじつは地つづきで︑

小さな存在を越えるものとして

かしそのじつ︑もう自分という

身に起きてはいるのですが︑し

き〟は︑たしかにこの自分の心

もありますよね︒でも〝なりゆ

くなったり︑不安を覚えること

れまでできていたことができな

さまざなものが含まれます︒こ

するのです︒

だったのです︒

でしたが︑最近はまたべつの関
あるものでもありますから︑な

もちろん〝なりゆき〟には︑

係を結んでいるような気がしま
ぜかそのようなことが︑今ここ

それが少しずつ変化して︑自

す︒昔は︑体と精神は︑やはり
で起きているのだというその途
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対立するもの︑どちらかがどち

人と人とのつながりや感謝の循環を大切にしながら、美しく輝く未来へ——これからもぜひご一緒に。

人
サステナビリティに取り組み、自然のチカラと向き合い続けています。こだわりの水を中心に、

方もなさを楽しみ︑驚き︑その

人と自然との調和の中に、真の健康と幸福を創ります

らかを制したり︑足を引っ張っ

あり不変なのは、真の健康と幸福は人と自然との調和から生まれるという企業理念。創立以来、

健
水
美
あった本社を、豊かな自然に恵まれた山梨県・小淵沢に移転してから25年目を迎えます。原点で

川上未映子

環

かわかみ・みえこ●小説家。大
阪府生まれ。2008年小説『乳と
卵』で芥川賞受賞など受賞歴多
数。毎日出版文化賞を受賞した
『夏物語』は、世界40カ国以上
で刊行予定で、英訳は2020年
TIME誌の「 今年のベスト小説
10冊」などにも選出された。

アルソアは今年、創立50周年。心・体・肌の健康を目指す「三健の精神」のもと、東京都・渋谷に

Kawakami Mieko
しあわせ

悠久の時を経て生まれた
特別な温泉水
北海道の南東部に位置する十勝
平野︒その中心である帯広市は︑市
名がアイヌ語の
﹁オペレペレケプ
︵川
尻がいくつにも裂けているところ︶
﹂
に由来しているほど︑水に恵まれた
地域です︒
まず︑この地域の地層についてお
話ししましょう︒太古の昔︑十勝地
方は多くの植物が生い茂る豊かな土
地だったとされています︒その植物
が長い年月をかけて重なり︑亜炭・
泥炭といった堆積層ができました︒

美しさをはぐくむ植物性温泉水

（モール水）

植物由来成分やミネラルをバランスよく含んだモール水は︑

地下水が︑十勝特有の地層をゆっくりとくぐり抜けて特別な水に︒

湧出していることをご存じでしょうか︒地熱によって温められた

北海道の十勝に︑世界が注目する植物性温泉水︵モール水︶が

悠久 の恵み︑
﹁モール水﹂

亜炭と泥炭というふたつの地層が重
なっているのは︑実は十勝平野なら
ではの特徴︒この地域は地殻変動で
生じた構造盆地だったため︑周囲か
ら水が流れ込み︑堆積層が炭化しに
くく植物成分がそのまま残ったと考
えられています︒亜炭・泥炭層に加
か こ う はんがん

え︑花崗斑岩という岩石が重なって
アルソアのセルシリーズのベースとなっています︒

植物性温泉水（モール水）

鉱物層ができました︒この鉱物層に

物のふたつのチカラが融合して、“潤う”温泉水が生まれるのです。

は浄化作用があります︒

で植物由来成分を含有。一方、花崗斑岩の浄化作用により清らかに。植物と鉱

十勝平野は︑世界でも有数の植物

通過して湧き出る、自然の恵みを含んだ温泉水です。亜炭・泥炭層を通ること

性温泉水︵モール水︶の湧水地です︒

十勝川流域のモール水は、太古の植物が堆積した亜炭・泥炭と花崗斑岩の層を

このモール水はなぜ特別なのでしょ

うか︒ひとつ目の理由は︑多くの温
泉水が火山のマグマによって温めら
れるのに対し︑十勝のモール水は地
熱によって温められることです︒平
野の下にある火成岩が地殻変動で揺
れ︑岩石の摩擦熱が温泉の熱源とな
ることで︑モール水には鉱物成分も
含まれることになります︒
ふたつ目の理由は︑十勝のモール水
は︑先に紹介した鉱物の花崗斑岩層
と植物由来の亜炭・泥炭層を通過し
て湧き出ていることです︒鉱物層を
通ることでミネラル成分を︑植物層
を通ることで植物性成分を含む水と
なります︒
亜 炭・ 泥 炭 を 含 む 泥 炭 地・ 湿 地
を ド イ ツ 語 で モ ー ル と い い︑植 物
の堆積層を意味します︒モール水と

（本体価格 4,800円）

〈美容液〉
25ml 14,300円

アルソア セルエッセンス

（本体価格 13,000円）

亜炭・泥炭層を通るこ
とによって、植物由来
成分を含有。肌によい
植物由来の保湿成分
フミン物質も含み、ま
ろやかな質感に。

アルソア セルローション

岩石や花崗斑岩の層
をくぐり抜けることで
ろ過・浄化され、清ら
かな水に。また、微量
元素など様々なミネラ
ルも含んでいます。

〈化粧水〉
150ml 5,280円

植物のチカラ

〈左から〉

鉱物のチカラ

はその堆積層を通過した水のこと︒
肌によい植物性の保湿成分を含む

世界的にも特別な植物性温泉水（モール水）
北海道・十勝で湧出する

モール水には︑肌にしっとりなじむ
ような︑まろやかな感触があります︒
アルソアは︑肌のための水を探し
ていた１９９７年に十勝のモール水
に出会いました︒この自然の恵みを

十勝川流域

What is
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損なうことなく活かし︑スキンケア
製品を開発しています︒

Blessing of
Eternity

Blessing of
Eternity

［植物のチカラ］

アイヌの人々が“薬の湯”というほど親しん
だ十勝の湯は、フミン物質を含有。保
湿効果などが期待できます。
フミン
物質を含む温泉水は日本
では少数。

花崗斑岩

太 古 か ら 堆 積 さ れ た 植 物 由 来 の 保 湿 成 分 で しっと り

土
火山灰

ニュースを聞きました︒泥炭層の中

アイヌの貴重な“薬の湯”

なので︑長い歳月保存されていたの

第一人者である中野益男先生︒研究

悠久の恵みを生む堆積層のしくみ

です﹂と話すのは︑モール水研究の

十勝川流域に湧くモール水を語

を進めると︑泥炭層の中には尿素を

20 種 類 も の 窒 素

３

植物由来成分やミネラルを含み
すこやかな肌をつくる水に

る上で欠かせないのが︑植物のチカ

はじめとした

化合物・炭素化合物が含まれ︑これ

ラです︒ 様 々 な 植 物 由 来 の 成 分 を

含 ん だ 亜 炭・ 泥 炭 層 を く ぐ り 抜 け

亜炭・泥炭層は様々な植物性の成

らの成分には整肌や保湿作用︑皮ふ

系︒このような植物系は珍しく︑十

分を含んでいますが︑中野先生が特

ているため︑モール水は植物性有機

勝川温泉はドイツの温泉保養地バー

に注目するのがフミン物質︒
﹁ 植物

物やミネラルを含んでいるのです︒ の再生能力を助ける働きがあること

デン・バーデンと同様の特別な温泉

が長い時間をかけて分解するときに
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がわかったそうです︒

地だといわれています︒

できる成分がフミン物質です︒植物

3

元 来︑ 日 本 の 温 泉 水 の 多 く は 鉱 物

﹁デンマークの泥炭層の中から掘り

天然の保湿成分
フミン物質を含む

待されています ﹂
︒モール水の色は

淡い褐色です︒この色こそが︑堆積

した植物由来成分などがそのまま溶

け出している亜炭・泥炭層をくぐり

植物由来の成分を含んだ亜炭・泥炭層を
ゆっくりと通過するため、様々な植物由
来成分やミネラルをバランスよく含ん
でいます。整肌や保湿作用が期
待できる成分も！

抜けた結果︑植物の偉大なチカラを

植物由来成分や
ミネラル

授けられた水の証です︒

自然の恵み

の根の成長を促進させたり︑抗酸化

帯広畜産大学名誉教授。専
門は環境生化学。化学物質
の人体や生態系への影響を
研究している。世界の温泉
巡りやスキーが趣味。

起こされた 〜 千年前の人の皮ふ

中野益男先生

の働きをするほかに細胞の働きを整

帯広畜産大学名誉教授
Nakano Masuo

が︑死 後 も 再 生 し 続 け て い た か の

温泉保養地として有名なドイツの
バーデン・バーデンと同じく、
植物起源の有機質を含ん
だ植物性温泉。

えたり︑肌の炎症を抑える働きも期

植物性の温泉水

よ うにいきいきとしていたという

好条件が重なって生まれた
世界でも特別な

（粘土層）
泥炭

亜炭
岩石
地下水

長い年月をかけてつくられた十勝
川流域の地層。この地層からモー
ル水が生まれます。

太古の昔から
時をかけてはぐくまれた

鉱物のチカラ

大自然の恵み

長い年月を か け て植物の堆積
層が で き、そこを通って湧
き出るのが十勝平野の
モール水 。
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ばくはんせき

花崗斑岩（麦飯石）
十勝平野はかつて広大な湿原でした。その
ため、様々な植物が四季の変化とともに腐
植化し、長い年月をかけて亜炭・泥炭層が
できたといわれます。

斑点が特徴的な花崗斑岩は、
十勝川流域に多く見られます。
水の浄化作用や脱臭作用など
があるといわれています。

植物のチカラ

亜炭・泥炭
亜炭・泥炭層は、様々な植物由
来の成分を豊富に含みます。
特にフミン物質は美肌効果が
期待できる植物成分。
〈上〉薄い層が重なり合っ
ている亜炭。
〈左〉泥炭
層はヤチヤナギ、オニグ
ルミ、ハンノキなどが堆
積した層。ヤチヤナギは
なんと氷河期から生き
残った樹木。
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Blessing of
Eternity

［鉱物のチカラ］

花崗斑岩層を
通ることでろ過され

は浄化されてあんなにも透明で清ら

﹁十勝川流域の河原には︑麦飯石と

モール水の優れた特性を構成す

かなんですよ ﹂
︒花崗斑岩の層を通

呼ばれる花崗斑岩が点在していま

るもうひとつの要素は︑鉱物のチカ

ることで︑ミネラルなどの成分を含

す︒この麦飯石のチカラで︑十勝川

ラです︒十勝川流域では︑地下水が

久しぶりに髪色をナチュラルに

ケアを守ることで、平均点以上の

夫！ ”と自信を持って過ごせるんで

したという佳乃さん、清々しい笑

清潔感のある肌をキープできてい

す。女性にとってスキンケア製品は、

顔で春の撮影に挑んでくれました。

ます！」とにっこり。
「セルシリーズで

気持ちもささえてくれる存在です

「春生まれの私は、この季節がくる

使われているモール水の故郷、北

よね」。季節の変わり目もゆらがな

とウキウキします。春も健康に、お

海道・十勝のモール温泉に入ったと

い美肌の佳乃さん。使い続けるこ

だやかに過ごしたいですね」

きの感動は忘れられません。本当

との大切さを教えてくれました。

帰宅したらまず顔を洗うことを心

み︑かつ清らかな水となります︒

忙な日が続いても、“私の肌は大丈

モール水の故郷、
十勝からお届けするオンラインイベント

ARSOA
INFORMATION

亜炭・泥炭の層や花崗斑岩の層をく

絶賛。
「セルシリーズのおかげで、多

線対策を欠かさないこと、そして
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に美容液の中に入ったみたい」と大

肌状態がゆらぎがちな時季です

キンケアに加え帽子や日傘で紫外

十勝のモール水は︑フミン物質を

がけています」
が、佳乃さんは「毎日基本のスキン

粉症や紫外線に悩まされる季節。
「ス

ぐり抜けます︒この花崗斑岩の層に

トラベルキット
キャンペーン2022

そんな佳乃さんにとって春は花

含み︑かつミネラルのバランスがよ

美容液そのもののような
モール水の潤うチカラが自信に

Kimura Yoshino

女優。1976年東京都生まれ。NHK『 所さん！大変ですよ』にレギュ
ラー出演のほか、ドラマや映画、CM、バラエティなど幅広く活躍中。
Amazon Originalドラマ『No Activity/本日も異状なし』に出演中。

素肌の自信は
モール水の潤うチカラの
おかげです

は微量元素をはじめとしたミネラル

いというところが特別なのです︒

〈上〉十勝平野に流れる札内川の伏流水は、
帯広市の水源。
〈右〉川底や川辺には麦飯
石が点在しています。この石の効果で川
が浄化され、とても清らかな水に。

木村佳乃

が含まれるのに加えて︑浄化作用が

紫外線や花粉などで不安定に
なりがちなこの季節。佳乃さんの
美肌キープ術を伺いました。

あるのです︒中野先生によると︑鉱

私たちの生命活動に欠かせない
ミネラル。花崗斑岩の層にも
含まれ、モール水に溶出
しています。

物のチカラは十勝川流域の河原を歩

いても目にすることができるそう︒

モール水は肌の
強い味方です

花崗斑岩の層を通過
よい成分を含み清らかに

石のミネラルも溶出

「 麦 飯 石 」の ろ 過 作 用 で 自 然 に 浄 化

REPORT

木村佳乃さんと中野益男先生が登場する北海道・十勝から
のライブイベントを、5月28日(土)に開催予定です。
詳細はアルソア公式HPまで。 www.arsoa.co.jp
※内容が変更になる場合もございます。

期間限定

5/31（火）まで

期間中、アルソア製品を合計3万円
（税抜）以上お買い上げのお客さまに
ミニサイズのキットをプレゼント!

植物

鉱物

チカラ

チカラ

の

の

「モール水」の潤すチカラを実感！

モール水の植物と鉱物のチカラを
最大限にスキンケアに活かしたの
が、アルソアの「セルローション」
と「セルエッセンス」
。試行錯誤を

オリジナル
ポーチ付き

重ねて、モール水の性質を変える
ことなく、長野県SDGs推進企業
に登録された佐久市の自社工場に
運ぶことに成功。製造まで厳密な
温度管理の下保管し、モール水の
恵みを製品化しています。自然の

セット内容は一例です。キャンペーンの詳
しい内容は、ねむの樹ビューティーカウン
セラーまでお問合せください。
※コチャママ製品は対象外です。

保湿力で肌あたりがまろやか。しっ
とりとした潤いが続きます。

〈左〉
ピンク色が印象的なボトル。
モール水のチカラを肌で感じ
る
「アルソア セルローション」と「アルソア セルエッセンス」
。
〈右〉
モール水は、
美肌の湯とも称されるほどしっとりする温泉水。
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スタート！

ポ
イ

春

泡が

ン
ト

シン プル&パーフェクトな美肌づくり

に

1.

春は新たな気持ちで美肌づくりを始めましょう！ そのために欠かせないスキンケアステップをお伝えします。

ぬるま湯を加えて、力をいれす
ぎず空気を含ませるように
泡立てると、弾力のある
泡がつくれます。

Part

STEP

1& 2

3つ目の大切なステップは、ローションでて
いねいに「潤す」こと。ローションⅡは、角
層のNMF（天然保湿因子）をお手本にした
ミネラルバランスのアルソア水（常水）がベー
ス。すこやかな潤いのある肌に導きます。
「３
回重ねづけしています。肌がより潤いますね」
アルソア

ローションⅡ〈化粧水〉

150ml 3,850円（本体価格 3,500円）
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みずみずしい感触で、肌に
すっとなじみます。
「疲れ
た日の肌も、ハリがあって
ツヤツヤしています」
アルソア

エッセンスⅡ〈美容液〉
30ml 8,800円（本体価格 8,000円）

浅田真央

向けて早朝から夜まで練習に忙し

しっとり。べたつきのない

花粉が多く飛び︑紫外線が急増

寒暖の差でゆらぐ春の肌も

い真央さんも︑スキンケアの時間

カラをサポートし、乾燥や

する春は︑一年で最も肌がゆらぎ

を持つ美容液。肌本来のチ

をきちんと取っているそう︒
﹁朝︑

た肌の働きを「保つ」役割

そしてしっかり 保つ

スキンケアの仕上げは、潤っ

がちな季節です︒だからこそ︑正

+

ESSENCE

ていねいに素肌を整えることで︑

100g 3,850円（本体価格 3,500円）

しくていねいなスキンケアを心がけ

アルソア クレイパック〈パック〉

練 習 を 行 う ス ケ ー ト リ ン クでも

アルソア クイーンシルバー〈枠練石けん〉
標準重量135g 4,400円（本体価格 4,000円）

れば︑すこやかな肌を守ることがで

〈上から〉

すこやかな肌を保てます︒皆さん

に使う化粧水のなじみが格段によくなります。

きます︒
﹁アルソアさんのシンプル

パックで、古い角質や毛穴の汚れをやさしく
「除く」のも大切。この２つのステップで、次

の想像を超えるようなショーをお

す。その後、モシリクレイ（天然泥）を含んだ

3 回 重ねてたっぷり 潤 す

3

ステップでのお手入れを続けてい

なら、肌を清潔にしながら必要な潤いは残しま

STEP

見せできるよう︑頑張っています︒

成岩）
を配合した「アルソア クイーンシルバー」

ます ﹂
︒サンクスツアーが終わり︑

とから。天然由来のミネラル成分（堆積岩・火

楽しみに待っていてください ！﹂

シンプルケアのステップは、何より「洗う」こ

２０２２年からの新たなショーに

洗うと除くで
土台をピカピカに

まずは
素肌を整えましょう

Asada Mao

1990年愛知県生まれ。フィギュ
アスケーター。2010年バンクー
バー五輪銀メダル、2008年〜
2014年世界選手権で３度優
勝、2014年ソチ五輪６位入賞。
2017年に競技生活を引退後、3
年間にわたりアイスショー「浅
田真央サンクスツアー」開催。
2022年、自身がプロデュース・
出演する新たなアイスショーを
全国で開催予定。

真央のルーティンケア

「美肌への第一歩は
3ステップ＋エッセンス
が基本です」

朝は「保湿」重視 スケートの練習がある日は、6時前に起床し
すこやかな

て朝のスキンケア！ 肌の潤いが一日保てる

肌を１日キープ

よう、ローションの重ねづけも忘れません。

ていねいな洗顔で 夜のスキンケアは、１日の締めくくりとして
夜は肌の汚れを

きちんと汚れを落とすことを重視していま

きちんとオフ

す。石けんとパックで念入りに。
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メイクアップベースとファンデーション、パウダーは、仕上がり
のニュアンスにあわせたバリエーションが豊富。組み合わせも自
由に楽しめます。

春の
紫外線対策

つけたて感が
2
持続する
ファンデーション

（本体価格 3,500円）

気になる部分はしっかりカバーしなが
vol.1

ら、サラサラでナチュラルに仕上がる
パウダータイプのファンデーション。

ねむの樹の家

arbre de soie（アルブル・ド・ソア／仏語でねむの樹）は、アルソアの社名の由来です。

SPF22で紫外線から肌をガードする
とともに、汗や皮脂に強いクリスタ
ルスキンパウダー配合で、つけたて

ARSOA EPISODE

何を使っても肌あれが止まらなかっ

感動をシェア！

ハートフル
エピソード

SPF25 PA++
40ml 4,620円（本体価格 4,200円）

た私ですが、アルソアと出会ってピタッ

どんどんき

と肌あれは止まり、

れいに

なっていきました。たまに

Ishihara Toshiyuki

アルソアメイクアップアーティスト。
AOBビューティクリエイト専門学校
でメイクを専攻。現在メイクアップ
アーティストとして全国で活躍中。

他社のサンプルを使うと余計に実感

紫外線の量と強さ

します。
もう手放せません！

キメの細か

少

ためファンデーションを落としたとき、

さにおどろかれ、「ファンデーション落としてるんですか？」

職場の同僚が「この前のお礼…」と手渡してくだ

知り合いも愛

さったのがアルソアの袋で、

用者と知り、なんだかうれしくなりました。
福島県・IM さん（50代）

▶︎ 量 1日に降り注いだ紫外線量を月平均した値
▶ 強さ 1日の時間ごとの観測のうち最大となる
紫外線を月平均した値

Point Make-up

アルソア製品は自身が気に入り使っていますが、

弱

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12（月）

〈 2020年気象庁データより〉

といわれたことも。美人だねといわれるよりうれしいです。
広島県・KI さん（40代）

強

紫外線
（強さ）

多

宮城県・KA さん（30代）

肌がきれいとよくほめられます。他社の肌チェックを受ける

13

石原敏行

紫外線
（量）

アルソア アイ編集部に届いた、
皆さまの素敵なエピソードを
ご紹介します。

リベスト
SPプレペアローション

の美しい仕上がりを長時間キープ。

﹁メイクアップベースをたっぷりと

（本体価格 4,500円）

春の
紫外線対策

なじませ︑ファンデーションは必要

20g〈パフ入り〉3,850円

な部分だけに︒また︑フェイスパ

11g〈パフ入り〉4,950円

メイクアップベースで
肌を保護してツヤ肌に

リベスト
フェイスパウダー＃

ウダーをのせた後は大きいブラシ

リベスト
プレストパウダーS

基本のケアを終えても油断大

るみずみずしい印象に。

パウダー

で余分な粉を払いましょう︒パウ

カス効果で、仕上がりは透明感のあ

（本体価格 5,000円）

敵︒紫外線などの外部刺激から肌

時季、特におすすめです。ソフトフォー

ダー感がなくなり︑自然なツヤが

SPF15 PA＋
20ml 全3色 各5,500円

などの外部刺激から肌を守り、この

を守るベースメイクアップで肌を

30g 全5色 各3,850円

（本体価格 3,500円）

べんなくのばすことが可能。紫外線

生まれます︒ファンデーションの

リベスト
モイストリキッドファンデーション

整えるまでがスキンケアです︒
﹁今

リベスト
リキッドファンデーション

のりが悪いときは︑メイクアップ前

け心地でのびやすく、肌全体にまん

ファンデーション

春のベースづくりのポイントは︑

さしいメイクアップベース。軽いつ

にエッセンス マスクやローションで

アルソア水（常水）を用いた、肌にや

25g 4,400円

（本体価格 4,000円）

ナチュラルで潤いを感じる自然な

60ml 4,400円

（本体価格 4,000円）

たっぷり保湿 を ﹂

リベスト
モイストメイクアップベース

ベースメイクアップもスキンケア発想で！
ツヤ感を意識すること﹂と︑石原︒

1
陽射しから
やさしく肌を守る下地

メイクアップベース
リベスト
プレペアローション

2.
Part

仕上がりの好みで選べるバリエーション

春色をアクセントに
トレンドのメイクアップを

「コロナ禍の反動もあり、目もとの色で
遊ぶのがトレンドに。チークの色みをミッ
クスするのも今季注目」
。アルソアでは春
らしいカラーを多数ご用意しています。

紫外線の量も強さも春先から急激に増加するので
要注意。対策は少しでも早めに。

リベスト
シルキーパウダーファンデーション

SPF22 PA++
10ｇ 全5色 各5,280円（本体価格 4,800円）

天然原料由来のビタミンC
を配合。 体の内側からの
紫外線対策に。

ジオリナ

リナカンC

115.2g（320mg×6粒×60袋）
［栄養機能食品：ビタミンC］
5,400円（本体価格 5,000円）
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て い ち ば ん 身 近 な 自 然 は、 自 分 自

大切な感性です。また、人間にとっ

鳥のさえずりなど。大人になっても

ください。
自然の中で感じる光や風、

頃のみずみずしい体験を思い出して

ればよいのでしょうか。
「 子どもの

い、自然を身近に感じるにはどうす

私たちがもっと自然に敬意を払

いちばん身近な自然は
私たち自身の体

しいと思います」

て行っているアルソアは大変素晴ら

り組むなど、自然との調和を率先し

康な野菜を生産する循環型農業に取

食品製造時の副産物を堆肥化し、健

ものづくりをする必要がある。健康

でイマジネーションを広げながら、

地球の中でどう循環していくのかま

品をつくるだけではなく、使用後に

す。企業の取り組みも大切です。製

想像してものを選ぶということで

って、使い、その後どうなるかまで

球に悪影響を及ぼすかを考える。買

自分が日々使うものがどれくらい地

とにつきると思いますね。つまり、

か？「それは、消費行動を見直すこ

福岡伸一

身の体といえます。食や睡眠などの

ルを渡し合い、生命のパスをつなぐ
役割があると語ります。もちろん、

「戦って勝利したものだけが生き残
るのですが、人間という生命体は流

す。
「私は『動的平衡』といってい

へいこう

人間もこのサッカーチームの一員で

り、遺伝子を残す。およそ 億年の

人間の利己的な
行いを見直すとき

ウミイグアナとともに。後ろの海上に小さく写っ
ているのが、旅の相棒だった「マーベル号」
。

生命の歴史を、弱肉強食の論理でと
体のようなもの。呼吸や排泄を通し

し か し 今、 人 間 だ け が 利 己 的 に

て、絶えず地球から何かをもらい、

生物との共生を目指してきた。利己
振る舞っていると先生は指摘しま

らえる人が多いかもしれません。し

的ではなく利他的な振る舞いをして
す。実際、人間による自然環境の破

何かを渡して生きているんです」

きた。
それが 世紀型の生命観です」

かし実は、あらゆる生物は常に他の
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大きなサッカーチームのようにボー

る ……。 あ ら ゆ る 生 物 は 地 球 上 の

て土壌の栄養分として戻したりす

物 に 食 べ さ せ た り、落 ち 葉 と な っ

光合成をして、その葉や実を他の生

えば、植物は自らに必要な分以上に

と、生物学者の福岡伸一さん。たと

たちができることはあるのでしょう

す」
。循環を滞らせないために、私

響で、地球の循環が滞っているので

料を燃やしたり森林を切り開いた影

に消失しています。
「 人間が化石燃

数十年、生物多様性の豊かさは急激

壊や資源の過剰利用によって、ここ

欲求 や 生 死 は コ ン ト ロ ー ル で き ま
せ ん 。これこそが自然現象であり、
自分と向き合い、変化を受け止め、
自分が生きていることの不思議さに
目を向けることで、自然のとらえ方
が変わるのではないでしょうか」
福 岡 先 生 と い え ば、
〝迷走生活〟
を提唱していることも話題。免疫反
応をつかさどる迷走神経を活性化さ
せて、健康に長生きしようというも
のです。アルソアも「心・体・肌」
の健康を願い、製品を通してトータ
ルな「美と健康生活」の提案を行っ
てきました。先生にとって、心と体
の健康はどうつながっているので
しょうか？「心と体は別のものだと
する心身二元論は、哲学者デカルト
がいい出したこと。根深い観念とし
て私たちを支配していますが、実際
は心と体は分離できないのです。心
を整えることによって体が整うし、
逆も然りだといえます 」
。心を整え
る に は、
「嫌なことを忘れること」
と
「笑うこと」
が大切なのだそう。「ま
わりの環境や社会を大きく変革する
のはなかなか難しい。けれど、この
ふたつはささやかな発想の転換で今
日からできると思います」
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Fukuoka Shin-Ichi

福岡伸一

ガラパゴス諸島を訪問。最大の島・イサベラ島
プンタ・モレーノの溶岩台地に上陸したところ。

21

写真提供／朝日出版社 写真撮影／阿部雄介

進化論を打ち立てたチャールズ・ダーウィンと同じようにガラパゴス諸島を旅することは、先生の長年の夢。

生物学者

「人と自然との調和の中に、真の健康と幸福を創る」
。
アルソアの理念に共感する識者のインタビューがスタート。
第一回は、生物学者の福岡伸一さんにご登場いただきます。

「人間もあらゆる生物と一緒に。
生命のパスをつなぐ役割があります。」

ガラパゴスにしか生息しないガラパゴスゾウガメ
は、好奇心を持って人間に近づいてきたそう。
『生命海流
GALAPAGOS』
（朝日出版社 刊）
ふくおか・しんいち●京都大学卒業。米国ハーバー
ド大学医学部博士研究員、京都大学助教授などを
経て青山学院大学教授、米国ロックフェラー大学
客員研究者。2021年に上梓した、ガラパゴス諸島
への航海記『生命海流 GALAPAGOS』も話題。
八ヶ岳南麓、小淵沢にあるアルソアの
レインボーファーム。虫や微生物がい
きいきと活動する共生型農園で、無農
薬の野菜を生産。健康食品の原料と
して使用しています。

歓喜の循環

All Products

All Products

M A K E-U P

SK IN CAR E
SKIN CARE

リベスト
プレペアローション

リベスト
SPプレペアローション
SPF25 PA++

60ml 4,400円
（本体価格 4,000円）

Foundation

（本体価格 4,200円）
40ml 4,620円

25g 4,400円
（本体価格 4,000円）

リベスト
シルキーパウダーファンデーション
SPF22 PA++

（本体価格 4,800円）
10g 各5,280円
リフィル 10g 各3,960円
（本体価格 3,600円）

ピンクミディアム
ト
ナチュラルライ
ナチュラル
ト
オークルライ
オークルミディアム

111
112
113
114
115

ピンクミディアム
ト
ナチュラルライ
ナチュラル
ト
オークルライ
オークルミディアム

リベスト
モイストリキッドファンデーション
SPF15 PA+

（本体価格 5,000円）
20ml 各5,500円

20g
〈パフ入り〉
3,850円
（本体価格 3,500円）
リフィル 20g
3,300円
（本体価格 3,000円）

11g
〈パフ入り〉
4,950円
（本体価格 4,500円）
リフィル 11g
〈パフ入り〉
3,740円
（本体価格 3,400円）

120g 3,300円
（本体価格 3,000円）

Eye Make-up
N312
N322
N305
N315
N325
N303
NW313

シルバーツリー
ブラックオリーブ
トピー
ピンクスイー
ライラックパープル
ト
パンジーバイオレッ
パーリーダリア
サニーピーチ

NW323
N306
NW316
NW326
NW317

シャイニーウッ
ド
ダイヤモンドリリー
ホリーゴールド
モスグリーン
シナモンブラウン

リフィル 各1,650円
（本体価格 1,500円）

リフィル 各1,650円
（本体価格 1,500円）

キューティーピンク
エレガントローズ
コーラルチャーミング
ノーブルレッ
ド
グレイスオレンジ
ハピネスオレンジ

621 シアーピンク
622 ピュアホワイ
ト
623 スパークリングベージュ

（ CELL）
アルソア セット３
13,640円
（本体価格12,400円）

（本体価格 3,500円）
100g 3,850円

ソナディス ボーテ セット３
（本体価格 14,100円）
15,510円

ARSOA
LOTION

アルソア ローションⅠ

アルソア ローションⅡ

〈化粧水〉

ARSOA
ESSENCE

ホルダー
1,760円
（本体価格 1,600円）
リフィル 各1,760円
（本体価格 1,600円）

ARSOA
SPECIAL
CARE

（本体価格 3,500円）
150ml 3,850円

（本体価格 4,800円）
150ml 5,280円

アルソア エッセンスⅠ

アルソア エッセンスⅡ

アルソア
セルエッセンス

〈美容液〉

リベスト リップグロス

リフィル 各880円
（本体価格 800円）

各2,310円
（本体価格 2,100円）

822 シャンパーニュ
83 ツー
トン

901 スターダス
トジュレ
902 カクテルピンク
903 オレンジドロップ

リベスト リップコート
3,300円
（本体価格 3,000円）

〈美容液〉

（本体価格 8,000円）
30ml 8,800円

（本体価格 13,000円）
25ml 14,300円

アルソア セルセラム

アルソア モイストベイス

〈化粧液〉

アルソア エス

〈化粧液〉

〈美容オイル〉

（本体価格 4,500円）
50ml 4,950円

（本体価格 8,000円）
50ml 8,800円

アルソア セルジェル

アルソア
モイスチュアージェル

（本体価格 5,000円）
35ml 5,500円

アルソア エッセンス マスク

〈保湿シートマスク〉

〈保湿ジェル〉

1.5g×30包
（本体価格 7,000円）
7,700円

ホルダー
1,760円
（本体価格 1,600円）
リフィル 各1,760円
（本体価格 1,600円）

〈化粧水〉

（本体価格 3,500円）
150ml 3,850円

〈美容ジェルオイル〉

リベスト アイライナーA

アルソア セルローション

〈化粧水〉

〈美容液〉

（30ml×1枚）
×5包
（本体価格 7,500円）
8,250円

（本体価格 3,800円）
30g 4,180円

AP

500 ダークブラウン
510 ダークグレー

Sensitive
Skin Care

リベスト リップカラー
マカロンピンク
ス
トロベリーモーブ
ローズジャム
ブラックカシス
ジェリービーンズ
ド
ラズベリーレッ
ド
ワインレッ
ピンクグレープフルーツ
ピーナッツクリーム
アプリコッ
ト
フランボワーズショコラ
フローズンアイス

リベスト アイブロウA
550 ダークブラウン
560 ダークグレー

リベスト ブラッシュオン シャイン

CN801
CN802
CN803
CN804
N805
N806
N807
NW808
NW809
NW810
NW811
821 		

12,210円
（本体価格11,100円）

アルソア クレイパック

〈パック〉

（本体価格 5,000円）
30ml 5,500円

リベスト ブラッシュオン
CN611
CN612
N613
N614
NW615
NW616

12,210円
（本体価格11,100円）

アルソア セット３
（Ⅱ）

補う

サクラフルール
ド
ローズウッ
カカオブラウン
サンフラワー
ブルーデイジー
ディープインディゴ
カサブランカ

（Ⅰ）
アルソア セット３

保つ

リベスト
メイクオフ

135g・70g用
各110円
（本体価格 100円）

潤す

リベスト
プレストパウダーS

リベスト シェードオン

ARSOA
CLAY
PACK

3 STEPが
セットになった
「セット3」

アルソア
クイーンシルバー ケース

（本体価格 2,200円）
標準重量 70g 2,420円

121 ナチュラルピンクP
122 ナチュラルピンクS
123 ナチュラルオークル

リベスト
フェイスパウダー＃

N301
CN311
CN321
N304
CN314
CN324
N302

Lip

（本体価格 4,000円）
標準重量135g 4,400円
標準重量 70g 2,420円
（本体価格 2,200円）

アルソア クイーンシルバーPF

リフィル 各1,320円
（本体価格 1,200円）

Cheek

アルソア クイーンシルバー

〈枠練石けん〉

除く

101
102
103
104
105

Eye

ARSOA
QUEEN
SILVER

無香料
〈枠練石けん〉

リベスト
リキッドファンデーション
30g 各3,850円
（本体価格 3,500円）

Powder /
Make-up
Remover

リベスト
モイストメイクアップベース

洗う

Make-up
Base

アムニー AP
スキンソープ

〈洗顔料〉

リベスト リキッドアイライナー

60ml 2,200円

2,200円
（本体価格 2,000円）

（本体価格 2,000円）

アムニー AP
スキンローション

〈化粧水〉

100ml 2,970円

（本体価格 2,700円）

アムニー AP
スキンコート

アムニー AP
ソープ

〈枠練石けん〉

〈保湿バーム〉

標準重量100g
（本体価格 3,500円）
3,850円

20g 2,750円

（本体価格 2,500円）

ブラック

リベスト
ナチュラルロング マスカラ

Aging＊
Skin Care

3,520円
（本体価格 3,200円）
ブラック

ソナディス ボーテ
エモリエントクレイ

ソナディス ボーテ
ローション

〈パック〉
＊年齢に応じたケア。

ソナディス ボーテ
エッセンス

〈化粧水〉

（本体価格 4,300円）
80g 4,730円

〈美容液〉

（本体価格 5,700円）
120ml 6,270円

（本体価格 15,000円）
40ml 16,500円

TOOLS
リベスト
スポンジパフ

〈シルキーパウダーファンデーション用〉
（本体価格 850円）
（ケース付） 935円

リベスト
替えスポンジ

〈シルキーパウダーファンデーション用〉
（本体価格 350円）
385円

リベスト
替えコットンパフ

〈フェイスパウダー＃用〉
（本体価格 850円）
935円
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リベスト
シフターネット

〈フェイスパウダー＃用〉
（本体価格 100円）
110円

リベスト
替えパフ

〈プレストパウダーS用〉
（本体価格 300円）
330円

アイラッシュカーラー
1,100円
（本体価格 1,000円）
替えゴム
（2個入り）
165円
（本体価格 150円）

眉カットハサミ
2,750円
（本体価格 2,500円）

リベスト
シェードオンパレットケース

メイクアップブラシセット

990円
（本体価格 900円）

1 No.1 フェイスブラシ
9,680円
（本体価格 8,800円）
2 No.2 チークブラシ
5,500円
（本体価格 5,000円）
3 No.3 アイシャドーブラシ
（大） 6,820円
（本体価格 6,200円）
4 No.4 アイシャドーブラシ
（中） 1,650円
（本体価格 1,500円）
5 No.5 アイシャドーブラシ
（小）
990円
（本体価格 900円）
6 No.6 アイシャドーチップ
（替えチップ大2本・小3本付） 1,980円
（本体価格 1,800円）

リベスト
ブラッシュオンパレットケース
990円
（本体価格 900円）

リベスト
リップカラーケース

リベスト
メイクカラーハーモニーケース

990円
（本体価格 900円）

1,870円
（本体価格 1,700円）

セッ
ト価格 29,700円
（本体価格 27,000円）

（大）
3本入り 660円
（本体価格 600円）
■替えアイシャドーチップ
（小）
3本入り 660円
（本体価格 600円）
■替えアイシャドーチップ

7 No.7 眉ブラシ＆コーム
8 No.8 リップブラシ
9 メイクアップブラシケース

1,320円
（本体価格 1,200円）
1,760円
（本体価格 1,600円）
1,320円
（本体価格 1,200円）

1

2

3 4 56

7

8

1

2

3

5

6

4 リベスト 替えリップブラシ

2 リベスト 替えアイシャドーブラシ

5 リップブラシ
1,650円
（本体価格 1,500円）

〈ブラッシュオン用の替えブラシ〉
550円
（本体価格 500円）

9

4

1 リベスト 替えチークブラシ

〈シェードオン用の替えブラシ〉
495円
（本体価格 450円）

3 リベスト 替えアイシャドーチップ
〈シェードオン用の替えチップ〉
275円
（本体価格 250円）

〈リップカラー用の替えブラシ〉
495円
（本体価格 450円）

6 眉ブラシ＆コーム
550円
（本体価格 500円）
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All Products

All Products

OTHERS

HAIR CARE
HAIR
CARE

健
健 康を
はぐくむ

SCALP CARE

アルソア シャンプー

アルソア コンディショナー

500ml
2,750円
（本体価格 2,500円）
リフィル 450ml
2,200円
（本体価格 2,000円）

500ml
2,750円
（本体価格 2,500円）
リフィル 450ml
2,200円
（本体価格 2,000円）

アルソア
スカルプローション
医薬部外品

150ml
2,970円
（本体価格 2,700円）

ジオリナ 白鶴霊芝EX

ジオリナ 酵素

■有効成分：
グリチルリチン酸ジカリウム、
センブリエキス

50ml×10本 12,960円（本体価格 12,000円）
50ml×10本×3箱 34,560円（本体価格 32,000円）

500ml 10,800円
（本体価格 10,000円）

白鶴霊芝ティ
48g
（1.6g×30袋）
4,104円
（本体価格 3,800円）

ジオリナ 酵素プラス

ジオリナ 白鶴霊芝AG

レギュラーサイズ 36g
（120mg×10粒×30袋）
5,940円（本体価格 5,500円）
ラージサイズ 108g
（120mg×10粒×90袋）
16,200円（本体価格 15,000円）

52.5g
（125mg×7粒×60袋）
12,960円
（本体価格 12,000円）

アルソア EXシャンプー

アルソア EXトリートメント

380ml
2,860円
（本体価格 2,600円）
リフィル 350ml
2,420円
（本体価格 2,200円）

220g
3,080円
（本体価格 2,800円）

アルソア
スカルプエッセンス
医薬部外品

アルソア ヘアミスト

アルソア トリートメントオイル

200ml 1,980円
（本体価格 1,800円）

30ml 3,080円
（本体価格 2,800円）

100ml
4,950円
（本体価格 4,500円）
■有効成分：
グリチルリチン酸ジカリウム、
センブリ抽出液、
ニンジンエキス

OTHERS
ジオリナ 霊芝
ジオリナ 酵素Ｇ
180ｇ
（3g×60袋） 21,600円
（本体価格 20,000円）

レギュラーサイズ 14.4g
（60mg×8粒×30袋）
12,960円（本体価格 12,000円）
ラージサイズ 43.2g
（60mg×8粒×90袋）
32,400円（本体価格 30,000 円）

BODY
CARE
ジオリナ ピュアカル〈食品添加物〉

450g
3,080円
（本体価格 2,800円）

（本体価格 7,000円）
220g
（110g×2袋）7,560円

プリシーノ ボディソープ

美
美しさを
輝 かせる

しらきぬの湯s

〈薬用入浴剤〉医薬部外品

〈全身洗浄料〉

ジオリナ ビエッセ

ジオリナ ビエッセEX

ジオリナ リナカンC

レギュラーサイズ 45g
（150mg×10粒×30袋）
4,320円
（本体価格 4,000円）
ラージサイズ 135g
（150mg×10粒×90袋）
11,880円
（本体価格 11,000円）

レギュラーサイズ 45g
（1.5g×30袋）
10,800円
（本体価格 10,000円）
ラージサイズ 135g
（1.5g×90袋）
29,160円
（本体価格 27,000円）

115.2g
（320mg×6粒×60袋）
5,400円
（本体価格 5,000円）

ライフォリジン
サーキュラ

ライフォリジン
ミネラル

225g
（7.5g×30袋）
8,640円
（本体価格 8,000円）

285g
（9.5g×30袋）
16,200円
（本体価格 15,000円）

57.75g
（385mg×150粒）
6,264円
（本体価格 5,800円）
■栄養機能食品：
マグネシウム、
カルシウム、
亜鉛

22.5g
（250mg×90粒）
4,320円
（本体価格 4,000円）
■栄養機能食品：
鉄、
銅、
ビタミンB₁₂、
葉酸

200ml
（本体価格 2,000円）
2,200円

プリシーノ バスパウダー

〈浴用化粧料〉

30g×15包
（本体価格 3,000円）
3,300円

アピブラシ

〈ボディブラシ〉
（本体価格 3,000円）
3,300円

■栄養機能食品：ビタミンC

ライフォリジン
セルエナジー

ライフォリジン Fe

500ml
（本体価格 2,500円）
2,750円
リフィル 400ml
1,870円
（本体価格 1,700円）

プリシーノ ボディミスト

〈化粧水〉

■有効成分：
炭酸水素ナトリウム、
硫酸ナトリウム
（無水）

ライフォリジン
オメガ３

ライフォリジン
クリア

67.5g
（450mg×150粒）
9,720円
（本体価格 9,000円）

27.6g
（460mg×60粒）
4,104円
（本体価格 3,800円）

清流

（本体価格 76,000円）
83,600円
交換カー
トリッジ 39,600円
（本体価格 36,000円）
送料別
（φ164mm×H350mm／3.3kg）

（本体価格 52,000円）
57,200円
交換カー
トリッジ 29,700円
（本体価格 27,000円）
送料別
（W180mm×H251mm×D98mm／1.95kg）

（本体価格 36,000円）
39,600円
交換カー
トリッジ 16,500円
（本体価格 15,000円）
送料別
（φ117mm×H264mm／0.9kg）

（ミネラル貴石125g・セラミックス75g）
×2袋
4,950円
（本体価格 4,500円）

＊アルソア独自のろ過材・活水材を充填した浄水器のことを
「浄活水器」
と呼んでいます。

コチャママに関するお問合せはこちらまで／コチャママ シリーズ コールセンター : 0120-04-4912／9:30～17:00（土・日・祝日を除く）

es
en

アルソアでは、ねむの樹ビューティーカウンセラーがお客さま
一人ひとりの肌状態にあわせた「カウンセリング販売」を行っ
ています。毎日肌にふれるものだから、安全で最適な製品を、
安心とともに、真心を込めてお届けしたい。それがアルソアの
想いです。アルソア製品はカウンセリングとともに、正規販売員
からお買い求めください。

コチャママ スパピリカ

〈バスルーム用浄水器〉

pr

アルソア製品を愛してくださるお客さまへ

コチャママ クックアクアメイト

〈飲料用浄活水器＊〉

t

※アルソア製品は、アルソアR&Dセンターをはじめとする研究機関が協力し、
「安全性」
「機能性」
「専門性」の３つの観点から開発されています。

コチャママ クックスター

〈飲料用浄活水器＊〉

※写真はイメージです。

ご応募の方から抽選で10名さまに「季節のフラワーブーケ」をプレゼント！
春号からスタートした
「Maison de l'arbre de soie（ねむの樹の家）
（
」p.13）
では、
皆さまのご参加をお待ちしております！
ハガキでの応募方法

締切

以下の①～⑪を明記の上、右記宛先までお送りください。

宛先

①お名前（ふりがな） ②性別 ③年齢 ④住所、郵便番号 ⑤電話番
号 ⑥一番おもしろかった記事 ⑦興味がなかった記事 ⑧今号の感
想 ⑨何年前からアルソア製品を使っていますか？ ⑩あなたはビュー
ティーカウンセラーですか？ ⑪読者参加型企画「ハートフルエピソー
ド」を教えてください。

2022年5月31日（火）当日消印有効
〒408-8522 山梨県北杜市小淵沢町2961
㈱アルソア慧央グループ
「アルソア アイ Vol.130」編集室

インスタグラムでの応募方法
（＠arsoa_official）
でご確認ください。
アルソア公式アカウント

※⑪の内容およびインスタグラムでご投稿いただいた内容（写真を含む）は、個人情報が特定されない形で、抜粋・編集の上、アルソア アイ誌面に掲載される場合がございます。
※当選者の発表はプレゼントの発送をもってかえさせていただきます。※お客さまの個人情報はプレゼント発送に使用し、企画終了後、速やかに消去させていただきます。
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製品やご購入についてのお問合せはこちらまで／アルソアお客様相談室：0120-820-370／9:30～17：00（土・日・祝日を除く） www.arsoa.co.jp
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130
Vol.

自然の力で、人は輝く。

2022 SPRING

驚くほど豊かでなめらかな白い泡は、うっとりする心地よさ。

やさしく肌を包んで洗い流せば、つるつる、しっとり！

思わず感動する素肌との出会いが待っています。

2022年3月1日号（季刊）110円（税込） 発行人／滝口玲子 株式会社 アルソア慧央グループ 〒408-8522 山梨県北杜市小淵沢町2961「アルソア アイ」編集室
■アルソアは、自然との調和を大切にしています。
■本誌の無断複写（コピー）、転載等一切を禁じます。著作権侵害とみられたものについては、法的手段を講じる場合もあります。

感動体験、始めよう。

アルソア クイーンシルバー

〈枠練石けん〉

標準重量135g 4,400円

（本体価格 4,000円）

